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賛助会員情報（50 音順）:書籍・イベント・その他活動のご案内
======================================================================
・日本語教育学会賛助会員一覧はこちらをご覧ください。
http://www.nkg.or.jp/ippan/sanjo
・賛助会員の新規ご入会については下記へお問合せください。
会員サービス担当 Tel.03-3262-4291 E-mail:kaiin@nkg.or.jp
・掲載後にリンク切れとなる場合もございますのでご了承ください。
お問い合わせは，各機関宛に直接お尋ねください。
□アスク出版
・
【新刊】
『つなぐにほんご 初級 文法解説書 ベトナム語版』
辻和子・小座間亜依 執筆 3,000 円＋税
『つなぐにほんご』 初級１と２（全 30 課）収録文型の使い方を,ベトナム
語で解説。文型の使い方はできるだけ会話で示し,翻訳を付しました。販売
は,Amazon POD(プリントオンデマンド)となります。
https://www.ask-books.com/jp/tsunagu/
□アルク
・
【新刊】
『かんたんルールとパーツでおぼえる きほんの漢字 99』
本田弘之 著

1,430 円（税込）

日本語入門・初級者など，はじめて漢字を学ぶ方向けのテキスト。
「一，二，三」
「口，中，日」
「見，先，西」など共通のパーツ
を持つ，簡単でよく使う漢字を，学習の負担を少なくするため，
99 字にしぼって選んでいます。
https://ec.alc.co.jp/book/7020061/
□一般財団法人海外産業人材育成協会 (AOTS)
・ＡＯＴＳ「介護の日本語」講座＠ZOOM オンライン（12 月 5 日・12 日・19 日予定）
豊富な経験を有する介護専門講師、AOTS 登録ベテラン日本語講師が，
介護に関する知識から「介護の日本語」指導方法まで，徹底解説します！
詳細は決まり次第，以下 URL に掲載します。
問い合わせは日本語教育センター(03-3888-8250/担当：松見)まで。
https://www.aots.jp/recruit/japanese-teacher/

□くろしお出版
・
『基本語力アップ！ 初級から学ぶ 日本語コロケーション』
惠谷容子／飯嶋美知子
名詞を中心語に，日常で役に立つ基本的・実用的なコロケーション
（連語）を掲載。
「知っている」から「使える」へ。JLPT の勉強にも。
http://9640.jp/book_view/?841
・
【新刊】
『留学生のための考えを伝え合うプレゼンテーション』
仁科浩美
プレゼンテーションに関する基本的な構成や具体的で豊富な日本語表現
（文理対応）を，タスクを通して学ぶ。中級後半～上級向け。
http://9640.jp/book_view/?842
・
【新刊】
『日本語の自然会話分析
―BTSJ コーパスから見たコミュニケーションの解明』
宇佐美まゆみ 編
国内外の気鋭の研究者が『BTSJ 日本語自然会話コーパス』を分析。
ポライトネスなどの点からコミュニケーションの解明をめざす。
http://www.9640.jp/book_view/?835
・
【活動】オンライン セミナー
日本語教師の育て方 ―『超基礎・日本語教育』を使った日本語教師養成
講師：森 篤嗣先生，太田陽子先生，奥野由紀子先生
小口悠紀子先生，中石ゆうこ 先生
日時：11 月 7 日（土）14:00-16:00
会場：オンライン上 Zoom 会議室
参加費：無料

定員：80 名（抽選）

https://www.9640.jp/gakkai/4426/
□ジャパンタイムズ出版
・
【新刊】
『初級日本語 げんき【第 3 版】
』テキスト・ワークブック Vol. 2
坂野永理・池田庸子・大野裕・品川恭子・渡嘉敷恭子 著
テキスト 2 本体 3,600 円+税 ISBN978-4-7890-1732-9
ワークブック 2 本体 1,700 円+税 ISBN978-4-7890-1733-6
初級の定番テキスト『げんき』の改訂第 3 版、VOL.2 です。全面的にきめ細
かく改訂し，さらに使いやすくなりました。シラバスや学習漢字はそのま

まなので，第 2 版をお使いの先生方もスムーズに移行できます。音声はスマ
ホアプリで聞けるほか，専用サイト「げんきオンライン」から MP3 音声を
ダウンロードできます。
https://bookclub.japantimes.co.jp/jp/book/b531514.html
・
【近刊】
（10 月中旬発行予定）
『初級日本語 げんき【第 3 版】
』解答
坂野永理・池田庸子・大野裕・品川恭子・渡嘉敷恭子 著
本体 800 円＋税 ISBN978-4-7890-1736-7
『初級日本語げんき（第 3 版）
』の解答集です。テキスト１・2 の練習とワー
クブック１・2 の全解答、および「聞く練習」のスクリプトを収録。
https://bookclub.japantimes.co.jp/jp/book/b531818.html
・
【ウェブサイト】
「げんきオンライン【第 3 版】
」教師用ページ
『げんき』第３版の専用サイトの教師用ページでは，オンライン授業に役立
つ補助教材や改訂の情報を提供しています。簡単な登録でご利用いただけま
す。第 3 版の改訂内容をまとめた改訂リスト／MP3 音声ダウンロード／テキス
ト「練習」のスライド教材（音声付き）／ワークブック解答用紙（解答が
タイプ入力できる PDF フォーム）など，順次掲載中です。
https://genki3.japantimes.co.jp/teacher/resources/index.html
□スリーエーネットワーク
・
【近刊】
『はじめて学ぶ介護の日本語 生活知識とコミュニケーション』
三橋麻子,丸山真貴子,堀内貴子,鈴木健司 著 1,500 円＋税 / 10 月発売予定
介護福祉士を目指す外国人のための「はじめて学ぶ介護の日本語」シリーズ
3 冊目です。
「生活知識」
（初級レベル～）と「コミュニケーション」
（中級前半レベル～）の 2 パートで学びます。音声、カラー写真など Web より DL 可。
https://www.3anet.co.jp/np/books/4224/
・
【新刊】
『外国人のための ケーススタディで学ぶビジネス日本語 中級』
千駄ヶ谷日本語教育研究所 著 2,400 円＋税 / 好評発売中
日本・日系企業への就職希望者が，日本のビジネス習慣への理解を深め，
社内外で円滑にコミュニケーションできるようになることを目指した教材です。
読解，会話パートに分かれており，表現，語彙に翻訳付き。Web にて音声公開。
https://www.3anet.co.jp/np/books/4030/
・
【新刊】
『理系留学生のための 自然科学の日本語』
細井和雄 編著 1,600 円＋税/ 好評発売中

理系学部進学を目指す留学生を対象に，自然科学系の文章に慣れ親しみ，スム
ーズに専門分野の学習へ進められるように作成された読解教材です。重要単語
に，英語，中国語，ベトナム語訳付き。対象レベルは N２～N１。
https://www.3anet.co.jp/np/books/4046/
・
【新刊】
『みんなの日本語初級 II 第２版 翻訳・文法解説 ビルマ語版』
スリーエーネットワーク編著 2,000 円＋税 / 好評発売中
『みんなの日本語初級 II 第 2 版 本冊』に準拠した翻訳・文法解説書です。
各課の「語彙」
「文型・例文・会話の翻訳」
「参考語彙と情報」「文法解説」
を掲載しています。
https://www.3anet.co.jp/np/books/2426/
・
【新刊】
『新完全マスター語彙 日本語能力試験Ｎ４』
三好裕子,本田ゆかり,伊能裕晃,来栖里美,前坊香菜子 著
1,200 円＋税/好評発売中
日本語能力試験Ｎ４合格を目指すとともに，初級語彙の定着と
中級へステップアップするための「語彙力」を養う問題集です。
初級語彙約 690 語選定。英語，ベトナム語訳付き。
https://www.3anet.co.jp/np/books/3636/
・
『みんなの日本語 初級 第２版』電子版を販売開始いたしました
詳細は以下よりご覧ください。
https://www.3anet.co.jp/denshi_guide.html
・ 【補助教材コンテンツ無料ダウンロード】
◆ 『日本語能力試験模擬テスト』シリーズ 付属 CD の音声
Ｎ１〈１〉～〈４〉
、Ｎ２〈１〉～〈４〉
、Ｎ３〈１〉～〈２〉
https://bit.ly/3lrpR2Q
◆ 『新完全マスター漢字 日本語能力試験Ｎ２』付属ＣＤの音声
https://bit.ly/2QD992h
□凡人社
・
【臨時休業のお知らせ】
弊社の店舗（麹町店・大阪店）は臨時休業しています。
再開時期について目途が立ちましたら，
弊社ウェブサイト，SNS 等で随時ご案内いたします。
お客様にはご迷惑をおかけしますが，ご理解のほどお願い申し上げます。

※ウェブ，e メール，FAX などによる通信販売は通常通り承っています。
ぜひご利用ください。
https://www.bonjinsha.com/wp/post_id-9443.html

【イベント開催のご案内】
・書籍の説明会をはじめ，オンラインのイベントを開催しています。
最新の情報は弊社ウェブサイトでご確認ください。
https://www.bonjinsha.com/wp/event
・
【新刊】
『2021 年度版 私費外国人留学生のための大学入学案内』
アジア学生文化協会 編集 2,300 円+税 10 月上旬発行
https://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=13423
・
【新刊】
『おしゃべりしながら 書くことを楽しむ中級作文』
杉浦千里, 木戸光子 著 1,500 円+税 8 月下旬発行
https://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=13381
=====================================================================
ＮＫＧメールマガジンへの情報提供
=====================================================================
日本語教育学会広報委員会

kouhou-iinkai@nkg.or.jp までお願いします。

内容確認等の上,メ－ルマガジンに掲載します。
締切は毎月 20 日，配信は 1 日が基本です。
＜講読詳細＞http://www.nkg.or.jp/mailmagazine
＜登録・解除＞http://www.nkg.or.jp/pdf/merumaga/toroku.pdf
＜問合せ＞kouhou-iinkai@nkg.or.jp
＜フォント＞このメールマガジンは,等幅フォントでご覧ください。
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＜発行者＞

公益社団法人日本語教育学会 http://www.nkg.or.jp/

＜編集者＞
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＜発行年月＞ 2020 年 10 月 1 日
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